患者さんの視点に立った病院に
阪大病院で患者さんともっとも近しい存在である看護師のトップ︑看護部長に越村利恵が︑
患者さんとは直接接する機会はほとんどありませんが病院のマネジメントの要︑事務部長に
永井義美が今年４月から就任しました︒福澤正洋病院長が新看護部長と新事務部長とともに
これからの阪大病院をどのような病院にしていくのかを話し合いました︒

病院長・看護部長・事務部長座談会

医療者を中心に作られ
ている﹂と感じること
があります︒患者さん
に寄り添った看護をす
るうえでもハード面︑
ソフト面で患者さんの
視点に立った改善が不
可欠だと考えています︒

永井義美事務部長

4

院内保育をするように
なりました︒さらに︑
子どもたちの治療に伴
う不安やストレスを和
らげるためにチャイル
ド・ライフ・スペシャ
リスト︵ＣＬＳ︶
も常駐
するようになりました︒
ＣＬＳは人形や模
型︑手作り絵本などを
使って︑治療に関わる
体験について︑子ども
たちが遊びながら理解
し心を癒し安心感をも

阪大病院に病気の子どもを小児科︑小児
外科だけでなく他診療科とも連携して総合
的に診療する﹁総合病院の中の子ども病院﹂
小児医療センターがスタートして３年が経
過しました︒子どもが不安なく安心して質
の高い医療を受けることができ療養生活を
送れるように充実してきています︒
センターは従来の小
児科と小児外科が入っ
ていた東西６階病棟を
一つにして︑感染防止
と安全策として入り口
をオートロックにしま
した︒また︑プレイル
ームや院内学級のスペ
ースも充実し︑療養生
活を快適に過ごせる空
間になりました︒
その後︑院内学級だ
けではなく未就学児の
ために２人の保育士が

病 院 敷 地 内

提供することができる
のだと思います

●また来たい病院に

永井 患者さんサービ
スに関して病院玄関で
ホテルのコンシェルジ
ェのような気配りが必
要だと思います︒総合
案内周辺で困っている
患者さんがいればすぐ
に駆けつけるなど患者
さんが玄関を入ってき
たときから何人もの目
が注がれていることが
患者さんに精神的な安
心感を与えることがで
きるのだと思います︒
福澤 病院に入ってき
たときに患者さんがホ
ッとする︑安心できる
ことで︑病気になった

の子どもたちが安心︑
安全で質の高い医療を
受けられるようハード︑
ソフトの両面でさらに
充実していきたい﹂と
話しています︒

らこの病院に来ようと
思えるのではないでし
ょうか︒
越村 また︑病院のス
タッフが自分の病気に
真摯に向き合ってくれ︑
来てよかったなあと患
者さんが思える病院に
していけるように看護
部としても頑張ってい
きたいと思います︒
永井 事務部としても
よりよい病院とするた
めに人的︑物的にでき
るだけ支援していきた
いと考えています︒
福澤 病院スタッフが
一丸となって患者さん
にとって安心︑安全で
質の高い医療を提供し
ていけるようにこれか
らも努力していきます︒

全面禁煙

タイルに応じた保育施
設などの福利厚生の充
実が必要です︒
永井 安全で質の高い
医療を提供するにはマ
ンパワーも福利厚生も
大切です︒また︑阪大
病院として経営面から
患者さんの数を増やす
ことはいいのかもしれ
ませんが︑病院として
の適正なサイズがある
と考えています︒数ば
かりを追いかけると質
の低下につながるおそ
れがあります︒
越村 同感です︒看護
師の数が増えて看護師
が何でもするようにな
ってしまうと︑かえっ
てケアの質が落ちるの
ではないかと危惧して
います︒医師は医師︑
薬剤師は薬剤師がプロ
フェッショナルとして
連携しながらそれぞれ
の役割を果たすことで
質が高く安全な医療を

って乗り越えてゆける さんを各科の病棟で診
よう心理的ケアを行う ている場合もあり︑で
スタッフです︒子ども きるだけセンターに集
だけでなく家族の不安 約するようにしていく
を和らげる役目もあり ようにします︒大薗恵
一センター長は﹁病気
ます︒
ＣＬＳは日本ではま
だ教育機関のない医療
専門職で︑米国で学び
資格を取った馬戸史子
がセンターで働いてい
ます︒医師や看護師か
らの依頼を基に︑子ど
もたち一人ひとりのニ
ーズに添って︑検査や
手術に同行するなどチ
ーム医療の中でさまざ
まなサポートを行って
います︒
これからの課題とし
ては︑形成外科や眼科
などでは子どもの患者

安心して治療に向き合えるように援助する CLS による
治癒的遊びの一場面

る阪大病院は大災害に
も対応できるようにさ
らに人員や設備を充実
させないといけないと
考えています︒

子どもの安心・安全守って３年

●第一印象大切に

人も設備もさらに充実
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推進していくためには
多職種が連携して力を
合わせるチーム医療が
不可欠です︒それとは
少し違うかもしれませ
点という点においては 思います︒
んが︑ 月から病院敷
事務部門でも意識する
●現場中心に考える
地内全面禁煙を実施す
必要性があるのではな
越村 すべての部門で ることができたのは全
いでしょうか︒
永井 事務職員も事務 現場中心に考えなけれ 職員が一丸となれたか
室に閉じこもらずに︑ ばいけません︒各部門 らだと思います︒では︑
ボランティアの人たち の人がプロフェッショ これからの課題は？
と話をしたり︑また患 ナルの目で現場を見て︑ 越村 看護部では三交
者さんの様子を見たり 患者さんのために何を 替制から二交替制に移
しながらサービスに何 すべきかを考え︑お互 行しつつあります︒夜
が欠けているのか︑ボ いに意見を交換しなが 間の引継ぎがなくなり︑
ランティアに求められ ら病院をよくしていく 患者さんには夕方見て
もらった看護師が翌日
ているものは何なのか ことが大切です︒
を考えるのが大切だと 福澤 高度先進医療を も見てくれるので安心
できると好評です︒長
時間勤務の疲労など改
善すべき点もあります
が︑看護師が気持ちよ
く健康で働けることで
患者さんも心地よく過
ごせると考えています︒
福澤 医師も健康は大
切です︒特に女性が増
えているのでライフス

小児医療センター

●﹁最後の砦﹂として

福澤正洋病院長

福澤 災害だけでなく 福澤 病院の第一印象
阪大病院は患者さんに は看護師によって決ま
と っ て の﹁最 後 の 砦﹂ ると言っても過言では
大震災の直後の赴任と でもありますので︑今 ありません︒
なりました︒４月には 回の地震・津波被害の 越村 第一印象は最初
福澤病院長と被災地の 教訓を生かして︑いか の 分で決まるといわ
石巻赤十字病院へ行き なる場合でもライフラ れていることから︑ま
支援活動の準備をしま インを確保できるよう ず最初の関わり方を注
した︒現地には多くの にするための対策も必 意するように指導して
い ま す︒ま た︑年 間
大学病院の医師らが駆 要です︒
けつけており大学病院 永井 阪大病院も病院 100人以上の新しい
の公共性の高さを再認 としての新しい機能が 看護師が入ってきます
識しました︒法人化さ 加わり︑施設が徐々に ので︑教育専任看護師
れてから経営的視点が 手狭になってきていま
人を置いて一人ひと
優先されてきたきらい すが︑安全で快適な高 りの夢や希望︑目標を
がありますが︑公共性 度の医療を提供するに 大切にした教育に力を
という観点からもう一 は現在の施設をうまく 入れモチベーションを
度︑見直す必要がある 改修するなどの工夫を 高めています︒さらに︑
のではないでしょうか︒ しなければなりません︒ がんなどの専門看護師
関西でも東南海︑南海 越村 ご意見箱のご意 の養成にも力を入れて
地震の可能性があり︑ 見から︑病院が患者さ おり︑キャリア開発セ
災害医療の拠点ともな ん中心ではなく﹁働く ンターでは院内外を問
わずに専門性を高めた
いと考えている看護師
の教育を行い︑すでに
100施設以上から受
け入れ︑地域の看護力
の向上に貢献し︑院内
の看護師が外の世界に
目を向ける絶好の機会
ともなっています︒
福澤 患者さんとの接
12

福澤 病院長としては
医療の質や安全の確保
はもちろん︑ホスピタ
リティやアメニティま
で病院全体を統括する
立場ですが︑看護部長︑
事務部長はそれぞれの
分野での総括責任者で
す︒これからの抱負を
お聞かせください︒
越村 看護部の基本方
針﹁患者さんと歩む看
護の実践﹂
﹁心こもった
あたたかみのある適切
なケア﹂に基づいた高
度先進医療を担う病院
にふさわしい看護を目
指したいと考えていま
す︒看護部は約900
人の看護師が所属する
組織ですが︑大きな変
化を迎えている医療界
の動きを先取りできる
柔軟で魅力ある組織で
ありたいと思います︒
永井 医療の現場は
年ぶりですが︑偶然に
も前回が阪神・淡路大
震災後で今回が東日本
越村利恵看護部長

住所／〒565-0871大阪府吹田市山田丘2-15 TEL／06-6879-5021
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プロの音色に感動

新任科長ごあいさつ

七夕コンサート

７月７日に恒例の七夕コンサートが開催されまし
た。今回は茅葺きコンサートで有名なエルンスト・
ザイラー氏に師事された坂東達氏、田中弥生氏とク
ラリネット奏者の新暁子氏によるコンサ−トでした。
皆さんになじみ深いクラシックの曲を多数演奏して
いただきました。患者の皆さんはプロの奏でる音の
迫力、音色の優しさに酔いしれ、時間のたつのも忘
れて聴き入っていました。

消化器内科科長

竹原

呼吸器内科科長

徹郎

消化器内科は消化管
（食道、胃、十二指腸、
小腸、大腸）
、肝臓、胆嚢、膵臓などの多く
の疾患を扱う診療科です。よくある症状「腹
痛」の診断から最先端の治療まで行っていま
す。特に、がん診療、内視鏡診療、肝炎・肝
がん診療に力を入れています。患者さん一人
ひとりに最適な診療を提供することを通じて、
医療・医学の発展に貢献していきますので、
何卒よろしくお願いいたします。
（平成 23 年 4 月1日就任）

立花

功

呼吸器疾患の診療ニーズは増加しており、
WHO によると2020 年の疾患別死亡順位の 10
位以内に COPD、肺がん、肺炎、結核の 四 つ
が入ると推計されています。これら疾患の増加
に対する診療体制充実の一環として、呼吸器内
科・外科病床を合わせた呼吸器センターを立ち
上げる予定です。また、阪大病院の特色を生か
したトランスレーショナル研究や臨床試験に、
これまで以上に積極的に取り組みたいと考えて
おります。どうぞよろしくお願い申し上げます。
（平成 23 年 4 月1日就任）

阪大病院を見学してみませんか
大阪大学医学部附属病院では、本院を広く一
般に知っていただくため、市民の皆様を対象と
して、下記のとおり見学会を実施いたします。
今回は、普段見ることのできない部署、医療
を支える部署等を中心に企画いたしました。ぜ
ひお気軽にご参加ください。新しい発見、新し
い出会いがあるかもしれません。

免疫・アレルギー内科科長

熊ノ郷

私の今後の抱負は、しっかりとした臨床体
制・医療の基盤を築いていくこと、そしてそ
の中で優秀な若い人材を集め育成していくこ
とです。―しっかりとした臨床と人材の育成、
その基盤の上に、医学・医療を一歩先へ進め
る研究―この点につきましては、病院の先生
方、スタッフの皆様のご協力・ご指導・人の
輪があってこそと認識しております。是非と
もご指導・ご鞭撻賜りますよう、何卒、よろ
しくお願い申し上げます。
（平成 23 年 4 月1日就任）

実施日時

阪大病院の放射線診
断科はＣＴやＭＲＩな
どで撮影された患者さ
んの画像を見て分析
︵読影︶し︑主治医に診
断結果を報告するのが
大きな役割です︒
現在の医療ではＣＴ
やＭＲＩなどの画像診
断装置が発達し︑非常
に多くの鮮明な画像が
撮影されます︒その画
像を見て病気の種類︑
病巣のありかや病気の
原因などが診断されま

チーム医療の要

平成23年度

中途採用募集

看護師・助産師（正職員）

面接試験のみ（随時施行）
詳しくは病院ホームページの看護
職員募集をご覧ください。
http:/ /www.hosp.med.osaka-u.ac.jp

問い合わせ先：
06-6879-5026
（人事係）

覧できるようになった
ことです︒それぞれが
記録を書き込むことで︑
情報が共有され︑チー
ム医療が基本の現在の
医療において︑適切な
診療ができます︒また︑
過去のデータと簡単に
比較することができ︑
治療が適切かどうかの
判断や病気の進行具合
などが一目でわかるよ
うになりました︒
将来的には地域の医
療機関と必要な診療情
報を共有し︑患者さん
を地域ぐるみで診るこ
とができるようにした
いと考えています︒

夜間勤務可能で病院等
勤務経験者

画像を読影する放射線診断科の医師

断の確度を高めるよう ます︒IVRは肝臓が
んに対する動脈塞栓術︑
にしています︒
また︑同科は画像検 子宮筋腫に対する子宮
査をする際に各患者さ 動脈塞栓術なども行っ
が飛躍的に増え読影す んにもっとも適した検 ています︒先天性の血
る情報も多く︑画像診 査方法を選択したり︑ 管奇形の血管内治療で
断の専門医でないと判 画像を鮮明に撮影する は西日本の治療センタ
断が難しい場合もあり ために放射線技師に最 ー的な役割も果たして
ます︒放射線診断科の 適な撮影の方法を指示 います︒
富山憲幸診療科長は
医 師 は﹁ Doctors forしたりもします︒画像
﹂︵医 師 の 医 診断の交通整理役でも ﹁患者さんにはあまりな
Doctors
じみのない診療科です
師︶
と 呼 ば れ る ほ ど 重 あるのです︒
さらに︑同科では画 が︑正確な画像の読影
要なのです︒
読影した結果は画像 像誘導下で針やカテー を通して患者さんと密
にレポートを付けて主 テルを使って行う血管 接につながり︑阪大病
治医に報告します︒定 内手術など低侵襲の手 院の医療の質と安全に
期的に各診療科と主治 術︑インターベンショ 貢献しています﹂と話
医を交えてカンファレ ナ ル・ラ ジ オ ロ ジ ー しています︒
も担当してい
ンスを行い︑さらに診 ︵IVR︶

膨大な患者さんのカルテを電子化する
医療情報部

放射線診断科

能性があります︒とい
うのも︑主治医は消化
器や心臓などそれぞれ
の専門医で専門の画像
に関しては読影がかな
りできますが︑もし︑
専門外の病気だったと
きには見逃すリスクが
あるのです︒
同 科 で は 頭 部︑胸
部︑腹部の各グループ
が各科から送られてく
る画像を読影していま
す︒画像診断機器の性
能が向上し︑画像の数

記録を一体化させまし
た︒しかし︑紙ベース
のカルテでは持ち運び
に手間がかかり︑一つ
のカルテを同時に見る
ことができず︑医療従
事者が見たい時に見る
ことができませんでし
た︒それらを解決する
には電子化しかありま
せんでした︒２００５
年からカルテの電子化
焼いて見ていました︒ ペースが激減しました︒ に取り組み︑昨年︑完
カルテは︑外来では一 また︑比較的容易に患 全ペーパーレス化が実
人の患者さんについて 者さんの検査画像を時 現しました︒
科ごとに別カルテとな 系列で見ることが可能
電子カルテのメリッ
り︑病棟では医師の診 になり︑病気の進行や トは︑医療従事者がい
療録と看護記録が別に 治療の効果などを確か つでも院内のどこでも
なっていました︒
めるのに効果がありま 患者さんのデータを閲
同部ではまず︑情報 した︒画像を読むモニ
伝達用紙の電子化から ターの精度が高まり︑
進めました︒オーダー フィルムレス化を達成
をコンピューターに入 することができました︒
力することで正確で迅
カルテに関しては︑
速に伝達され︑事務の ﹁一患者一カルテ﹂にす
効率化も図ることがで ることから進めていき
きました︒次に画像の ました︒外来患者さん
電子化を行いました︒ のカルテは各診療科で
ＣＴの進歩などで膨大 別々にするのではなく
になった画像をデジタ 一つにし︑入院の場合
ル化することで保存ス も医師の診療録と看護

電子カルテ

圭祐

私は、免疫アレルギー内科においてリウマ
チ、膠原病などの難治性疾患に対する生物製
剤・分子標的薬の治療に従事して参りました
が、漢方治療を併用することで、劇的な効果
を示す症例を、たびたび経験して参りました。
その臨床経験を踏まえ、
「漢方医薬の現代化、
現代医薬の漢方化」をキーワードに、先端治
療と漢方医学の融合を図っていくことで、さ
まざまな慢性の難治性疾患の診療に貢献した
いと考えております。どうぞ、よろしくお願
い申し上げます。
（平成 23 年 7 月 1 日就任）

す︒主治医が読影する
だけでは誤診になる可

阪大病院の医療情報
部はさまざまな医療情
報をデジタル化し事務
効率を上げるとともに
電子カルテを導入する
など医療の質や安全の
向上に寄与しています︒
同院は１９９３年に
吹田地区に移転した際︑
紙による運用をコンピ
ューター化して情報の
共有化を進め︑効率的
で安全なインテリジェ
ントホスピタルの実現
を目指しました︒旧病
院では︑部門間の情報
伝達のために用紙に記
録し︑運搬していまし
た︒画像はフィルムに

医療情報部

萩原

現代医療支える読影技術

一般市民
（成人、
個人）
10月14日
（金）
14時〜16時30分
募集人員
15人
（応募者多数の場合は抽選により決定します）
募集期限
9月26日
（月）
申込方法
はがき、
FAXまたは電子メールで氏名、
性別、
年齢、郵便番号、住所、電話番号を記入のう
え申し込み願います。
送 付 先
〒565-0871 吹田市山田丘2-15
大阪大学医学部附属病院総務課広報評価係
FAX 06
（6879）
5019
E-mail
ibyou-soumu-kouhyo@office.osaka-u.ac.jp
決定通知
応募者多数の場合は抽選により決定し、参
加の可否をはがきで通知します。
見学場所
ドクターヘリ、未来医療センター、
MEサー
ビス部、
薬剤部など。
（※都合により、
見学場所が変更になる場合
があります。
）
お問い合わせは、
大阪大学医学部附属病院総務課広報評価係
06
（6879）
5020・5021
対 象 者

急募！

淳

漢方医学科科長

